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                SLA新年会のお知らせ 

この通信が皆様のお手元に届く頃皆様は、鮮やかになった街の紅葉の中を颯爽と日頃の活動に向かって 

歩き続けていらっしゃることと存じます。 

あわただしい師走を飛び越え、一足先の新年会のお誘いです。 

2016年の会場は活動拠点ナディアパークの目と鼻の先にあり、交通も便利です。ぜひご参加ください。 

食べて、飲んで、おしゃべりをして新しい年へのスタートはここから！ 

記 

日 時：2016年 1月 30日（土）12：00～15：30 

11時 30分受付 12時開宴 宴会後はケーキとコーヒータイムです。 

場 所：中区栄 3-13-31 プリンセスガーデンホテル地下 1階 

（地下鉄東山線 栄 8番出口徒歩 7分・地下鉄名城線 矢場町 6番出口徒歩 7分） 

Japanese Dining OWL (アウル) Tel 052-269-1230 

会 費：4,000円（飲み放題・コーヒー付き） 

申し込み：1月 7日（木）までに FAX又はMailにて出欠をお知らせください。 

FAX 052-811-9988 E-mail pure-sachiko@opal.plala.or.jp（宮地） 

FAX 052-723-0382 E-mail mizuno.s.n@kke.biglobe.ne.jp（水野） 
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  幹事会 報告 

≪幹事会 実施報告≫ 

◇ 平成 27年度第 5回幹事会 

     開催日 平成 27年 8月 21日(金)   10:00～12:00  市民活動推進センター会議室   7名 

 

◇ 平成 27年度第 6回幹事会 

     開催日 平成 27年 9月 18日(金)   10:00～12:00  市民活動推進センター会議室  10名 

 

◇ 平成 27年度第 7回幹事会 

     開催日 平成 27年 10月 16日(金)  13:00～16:00  市民活動推進センター会議室  10名 

 

 

 

 

 

＊平成 27年度第 2回拡大会議 

         平成 27年 11月 20日  （金）10：00～12：00  市民活動推進センター集会室 

 

＊平成 27年度第 8回幹事会 

         平成 27年 11月 20日  （金）13：00～16：00  市民活動推進センター会議室 

 

＊平成 27年度第 9回幹事会 

         平成 27年 12月 18日  （金）10：00～12：00  市民活動推進センター会議室 

 

＊平成 27年度第 10回幹事会 

         平成 28年 1月 15日   （金）10：00～12：00  市民活動推進センター会議室 

 

＊平成 27年度第 3回拡大会議 

         平成 28年 2月 19日  （金）10：00～12：00  市民活動推進センター集会室 

 

＊平成 27年度第 11回幹事会 

         平成 28年 2月 19日   （金）13：00～16：00  市民活動推進センター会議室 

 

＊平成 27年度第 12回幹事会 

         平成 28年 3月 18日   （金）10：00～12：00   市民活動推進センター会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の予定 

 

協会主催 バス旅行報告 

   日 時：平成 27年 10月 27日（火） 9時 45分集合 

   場 所：湯の山温泉 寿亭 

   参加者：15名 

お天気にも恵まれ少し早い紅葉もＳＬＡ美男美女を美しく出迎えてくれ賑やかに楽しい 

昼食会となりました。 

  温泉につかり、ロープウエーの空中散歩とそれぞれ秋を満喫したバスの旅でした。     

  皆さまの御協力ありがとうございました！ 
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  セミナー 報告 

 こころ豊かなセカンドライフのために！ 

In岡崎 

◇ 開催日時：2015年 9月 17日（木） 13:30～15:30（13：00開場） 

◇ 会  場：岡崎市竜美丘会館 

◇ 講  師：国士舘大学大学院客員教授  常盤大学大学院教授 

     弁護士 安彦和子氏 

「～シニアが知っておきたい法律・知識～」 

◇ 参加人数：会員 20名 一般 40名  合計 60名    
 

 

セミナー当日は朝から大荒れの空模様でした。 

安彦先生は舞台上の講師デスクは使用せず、直接参加者の近くで語りかけるような口調で始まりました。 

オレオレ詐欺から電話での勧誘詐欺等々について、より具体的な実際に先生が担当された事例に基づく話に

どんどん引き込まれ、身を乗り出したり、うなずいたりしながらの時間でした。 

最後に SLA 会員による「エンディングノートを書いてみよう」という講座もありました。テキストとして

会場でエンディングノートを求めていただいた方もあり、これを機会にぜひ書き入れてほしいという SLA

の取り組みが多少は伝わったかと思っています。 

天候が悪く、予定していながら参加できなかった人達も残念がったと聞いています。 

 

 

 

In名古屋 

◇ 開催日時：2015年 11月 9日（月） 13:30～15:45（13：00開場） 

◇ 会  場：イーブルなごや 3階大研修室（旧女性会館） 

◇ １部「失敗しない終活に備えて トラブルから学ぶ法律知識」 

講  師：弁護士 安彦和子氏 

2部「エンディングノートを書いてみましょう」 

  講  師：中部シニアライフアドバイザー協会 会員 

◇ 参加人数：会員 23名 一般 57名  合計 80名    
 

 

岡崎に続き第 2弾のセミナーもやはり好天とはいかず、ぐずつき模様の中、80名の出席をいただきました。 

安彦先生はゆっくりとした歯切れのいい、しかもエネルッギッシュな口調で難しい法律をわかりやすく説明し

ていただきました。今回は「成年後見制度」と「相続」に絞っての話でしたが特に相続問題は争い事が多く、

終活を考えるときの大きなポイントとなる問題です。それだけに参加者の関心も高く、レジメを見ながら熱心

に聞き入っていました。「持ち戻し」などという耳慣れない法律用語も具体例に沿っての説明は身近な問題と

してとらえることができ、理解しやすく、遺言の必要性を感じていただいた参加者も多かったのではないでし

ょうか。 

今回初めて例年のセミナーより 15 分長く時間を取りました。長時間話を聞き続けるのはつらいのではないか

との心配もあったのですが「質疑・応答」にもっと時間が欲しかったという意見もアンケートを見るとあり、

関心の深さをうかがい知ることができました。 
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第 39回全国一斉特設電話相談「シニアの悩み 110番」報告 

 

・開設日時：平成 27年 9月 26（土）27（日）10:00～17:00 

・会  場：（財）シニアルネサンス財団 事務所 

・主  催：全国シニアライフアドバイザー協会 

      :中部シニアライフアドバイザー協会 

・相 談 員：中部シニアライフアドバイザー協会電話相談部員（延べ 19名） 

・運  営：中部シニアライフアドバイザー協会幹事会（延べ 12名） 

※全国 6協会が参加。今回も東北シニアライフアドバイザー協会は不参加でした。 

      今回 1名の方の見学がありました。 
 

相談件数（全国 6協会合計 474件・中部 70件） 

 
中部の相談内容別件数 

項目 
健康 
医療 

介護 
福祉 

年金 
保険 

経済 
成年 
後見 

遺言 
相続 

家族 
親族 

人間 
関係 

終末
期 

住居 
生き
方 

仕事 
消費
生活 

その
他 

合計 

中部 １ ４ ２ ４ ２ 33 16 ２ 0 ２ 0 0 0 ４ 70 

全国 21 17 5 22 11 237 73 6 18 30 19 1 0 14 474 

 
今回も遺言・相続に続いて、家族・親族の相談が多数寄せられました、現在は元気でも、1人になった時の

老後の心配・子供が近くにいてもコミ二ケーションが取れていない等、お互いに歩み寄ることの大切さを実

感しました。又、遺言の書き方、保管方法・持ち家の処分の方法（介護付きマンション・持ち家よりもマン

ションと）・マイナンバー制度・等の相談が多岐に渡り有りました。 

 

報道関係等には書類発送・訪問・メールでの掲載依頼・チラシ（1000枚） 

今回から「名古屋市・中日新聞社」の後援を取りました、それにより、各区の公的な場所に今まで以上に

配架して頂く事ができ、多数の目に触れる機会が出来ました。 

当日読売新聞に掲載され、中日新聞・朝日新聞・岡崎新聞・各区ミニコミ新聞に掲載され、 

今回も 3月に続きラジオが多く、３３件も有り、又全国 6協会の電話番号が新聞に掲示され、 

愛知県以外（北海道・静岡・埼玉等）の方より相談が多数有りました。 

全国 SLA協会（6協会―関東・中部・関西・中国・東中国・九州）の 

 集計分析をとりまとめた結果報告、又中部 SLA協会の結果報告を同封致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電話相談部会 お知らせ 

9月 26日 27日の全国一斉特設電話相談「シニアの悩み 110番」・その他の反省会を行います。 

沢山の方の出席をお待ちしています。 

   日 時  ：12月 1日（火曜日）10：00～ 

  場 所  ：市民活動推進センター6階・フリースペース 

  申し込み先：携帯 090-7852-7073   FAX 052-877-5457 （大歳） 

11月 29日頃までに申し込み下さい。皆様のご参加お待ちしております。 

尚ランチを「プリンセスガーデンホテル」にて予定しております。 
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  部会 報告・お知らせ 

 

 ≪PC部会≫ 

報告事項   

2015年度 

第 4回定例会 

日 時：2015年 7月 30日（木）  市民活動推進センター フリースペース 

 協会ＨＰの更新 

 協会ＨＰの大幅見直しの企画検討 

 

第 5回定例会 

日 時：2015年 9月 18日（金）  市民活動推進センター フリースペース 

 協会ＨＰのリニューアル継続 

 

第 6回定例会 

日 時：2015年 10月 16日（金）  市民活動推進センター 会議室 

 協会ＨＰのリニューアルと紹介準備 

 

次回予定 

第 7回定例会 

2015年 11月 19日（木）13：00から  市民活動推進センター フリースペース 

 

第 8回定例会 

2015年 12月 18日（金）13：00から  市民活動推進センター 会議室 

 

第 9回定例会 

2016年 1月 15日（金）13：00から  市民活動推進センター 会議室 

 

第 10回定例会 

2016年 2月 18日（木）13：00から  市民活動推進センター フリースペース 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電話相談に参加して 

９月２６日（土）・２７日（日）の２日間、恒例の「シニアの悩み１１０番」が全国的に地域のシニアライ

フアドバイザー協会が担当し催されるのに伴い、中部も電話を２回線引き相談に対応しました。場所はシニ

アルネサンス財団のある互助会ビル６階で、過ってＳＬＡの電話相談を受けていた私にとっては懐かしい場

所でしたが、地下鉄東別院の駅からの道筋にはマンションが林立しており時の経過を感じました。１０時か

ら１７時迄という開設時間も長くは感じられないほど、間断無く相談は入りましたし、初日は話し中ばかり

だったので翌日に再度かけて下さった方もみえました。１１０番を知ったきっかけにラジオというのがかな

りありました、全国的にご紹介下さった御蔭かと思いますが、自宅におられる方がラジオという媒体を上手

に利用されているのだなと感じましたし。信頼されてお掛けいただく電話の向こうの声を聞くと、今年も続

けられて良かったと参加スタッフの皆さんが思われたのでは。 

相談中に様々なこと思い起こされ涙ぐまれるご様子の方、障がい者のお子さんのことで次々なげられるご質

問に、１１０番の限られた時間では対応できず、心残りともなりました。様々なご相談にワンストップ対応

できるよう各種の資料と居心地良い相談室をご準備いただいた運営事務局の皆様方、有難うございました。                                                 

                                        斎藤立子 
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 研修部会 報告・お知らせ  

日 時：27年 9月 7日（月）13：30~ 

場 所：イーブルなごや（旧女性会館）  小会議室 

出 席：10名 

    ・9月 17日（木）岡崎セミナー担当について 

・11月 9日（月）名古屋セミナーの担当について 

・2月 16日（火）ワールドカフェについて 

ワールドカフェの概要、進め方について話し合いをした結果形式、運営方法については 

次回の部会への持ち越しになりました。 

次回部会開催は 11月 26日（木）1時 30分より イーブルなごや（旧女性会館）  第 3集会室 

ワールドカフェへのご招待 

『ワールドカフェ』をご存知ですか？ 

会議室の中ではなくカフェのようなリラックスした雰囲気の中で小さなグループになってテーマに沿って話し合

いをします。20年ほど前に編み出されたこの「話し合いの方法」で日頃の思いを語り合っていただきたいと下記

の通り企画いたしました。 

記 

日時：2016年 2月 16日（火）PM1:00開始 

場所：名古屋市民活動推進センター集会室 

参加費：500円 

テーマ：やりたいこと 

参加いただける方は 1月 15日（金）までに研修部畑島まで連絡ください。 

FAX/TEL：052-471-0980 携帯：090-4796-7654 

E-mail：m.hatashima@gmail.com 

おいしいスイーツと温かい飲み物を用意して待っていま～す。 

 

 ジェロントロジー部会 報告・お知らせ  

 

第 2回活動 

日 時 : 2015年 9月 17日（木）13：30～15：30   

会 場 ： 岡崎市竜美丘会館、  

第 3回活動 

日 時 : 2015年 11月 9日（月）13：30～15：45   

会 場 ： イーブルなごや 3階大研修室（旧女性会館） 

☆協会主催セミナーにジェロントロジー部会・電話相談部会・研修部会が協力・参加いたしました。 

☆詳細は「セミナー報告」をご参照ください。 

活動予定 

日 時 ：12月 12日（土）10：00～17：40 

  会  場 ：ウィンクあいち 9階 903号室（名古屋駅徒歩５分） 

（公財）消費者教育支援センターの主催でジェロントロジー部会と（公社）消費生活相談員協会高齢研が 

運営協力し、消費生活相談員やＳＬＡ会員向けの研修として、電話相談に役立つ研修や高齢者が巻き込まれ

やすいトラブルとその対処法などについて勉強し、終了後、忘年会を兼ねて懇親会を行います。 

 参加無料です。  

    多くの会員の参加をお待ちしています。 

    申し込み先  油田淑子 ℡/FAX：052-930-5255 （12月 7日までにお願いします） 
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地域部会 報告  

≪名東部会≫ 

☆ 日 時 ： 平成 27年 8月 21日(金）  午後 1時 30分～4時 

   ☆ 場 所 ： 名古屋港ポートタワービル 

   ☆ 内 容 ： 「港から見るエネルギー」 

            ① 学識経験者と港湾関係者によるエネルギーについての話を聞く  

            ② 金城埠頭に移動し、浚渫兼油回収船「清龍丸」に乗船し、役割と船内案内を 

        していただく。 

☆ 参加者  ： ５名(関係者含む)  

 

 ８月の暑い日の午後、これまたあついシンポジュウムに参加してきました。難しいテーマでしたが、 

パネリストとコーディネーターのやりとりが絶妙に楽しく、わかりやすい解説で、私たちのくらしや 

経済活動を支える基盤であるエネルギーについて、関心をもった一日となりました。 

 

 

 

 

≪名北部会≫ 

日  時 ：27年 10月 22日（木） 10：00～ 

場  所 ：「サ・シーン徳川園 パノラマルーム」 

出席者 ：6名 

 

「アロマで癒しを」 

名北部会会員の水野サヨ子さんを講師に 31種類のエッセンシャルオイルのテスティングをし、 

気に入った香りでボディーソプを作りました。 

講座の後は近くの寿司屋で懇親会。 

 

地域部会 お知らせ  

≪尾張部会≫ 

 前号でお知らせ致しました研修会を下記の通り実施致します。 

 尾張部会以外の方も是非ご参加くださいますようお待ち申し上げます。 

 

     参加ご希望の方は 浅野澄子 までご連絡下さい。 

        連絡先 電話：0568-22-1487   携帯電話：090-1092-5632 

 

1.日  時 ： 平成 27年 11月 27日(金）  午前 11時 30分～午後 3時 

   2.集合場所 ： 名鉄犬山線 西春駅改札口前   午前 11時 20分集合 

   3.内  容 ： 北名古屋市歴史民俗資料館 

           北名古屋市回想法センター 

              見学と実践 （カラクリ時計も見学） 

 

      ※昼食ご希望の方は、お一人様 1,500円です。 

       11月 25日迄にご連絡下さいますようお願いします 

次回予定  「伊東深水特別展」観賞  於：名都美術館（長久手市） 

        12月 5日（土）10：30 現地集合 

        観賞後クレアール（レストラン）にて食事会 
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投 稿     思 惑 外 れ 
中村良裕 

 かつての私は、「趣味は何ですか？」と訊かれたら、ためらう事無く「釣りと中古カメラの修理です」と答えて

いました。休日になると「晴耕雨読」ならぬ「晴釣雨修」で、とりわけ釣り好きで、２００９年には年間１９回

釣行し、この内、９回は神島です。 

 伊勢湾に浮かぶ、小説「潮騒」の舞台「神島」、そこが私の釣りの拠点です。日付が変わる頃まで釣りをして、

その後反省会の名で宴会し、テントに潜り込む、釣りバカ冥利に尽きる時間

を過ごすのですが、ここまで楽しみが多いと荷物も大変で、大型リュックか

ついで台車を引っ張って、まるで夜逃げ姿です。しかし、神島では、黒鯛、

グレ、寒くなるとカサゴと年間を通して釣りが楽しめ、夜逃げ姿も苦になり

ません。この楽しい釣りを一生続けたかったのですが、ある事件がきっかけ

で、思惑が外れる事態になってしまいました。 

 東日本大震災です。大津波の恐怖が日本中の人々を震え上がらせました。 

 その結果、護岸堤の補強が各地で始まり、神島の堤防も見る見るうちに「そ

びえる」様な高さになってしまいました。堤防の外側は大きなテトラが放り込まれ、「ポイント」への往復はさな

がらロッククライミングのごとしです。 

 さすがにこれにはギブアップで、昨年（２０１４年）の釣行は９回に減ってしまい、この内、神島には２回の

み、それも港の中の平らな場所です。 

 話は変わって、取り置きの中古カメラはアナログで、現像代が大きく値上がりし試し撮り出来ず、修理する気

にもなりません。ガラクタの山のままです。 

 こんな「思惑外れ」に遭遇しましたが、新たに「ボランテイア活動」、「ホームページ作り」、今年に入ってから

は「恐竜ロボット作り」、と新たな楽しみを手に入れ、めげずに人生を楽しんでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

  八事町の井出勝男さんは昨年 1月 1日、中日新聞の紙面がリニューアルしたのをきっかけに中日 

春秋ノートの書き写しを始めました。 

  他の新聞にはノートがあったので「中日新聞もあったら・・・」と思っていた時、中日春秋ノート 

 の発売を知りました。三日坊主にならないように 1年分 12冊まとめて購入。家族にも書き始めた事を 

 宣言しました。その日以来（朝刊が 4時に来るので）3時半に起きて中日春秋を書き写しています。 

  井出さんは「新聞の紙面とは違う論調になっていて書く人独自の考え方が出ていて面白いです。文章 

 の書き方や送り仮名の使い方、言葉遣いなど中部シニアライフアドバイザー協会の会長として文章を載 

 せる時などに参考にしています。」と破顔。「書き始めてからは、難しい感じはすぐに調べて書き残しま 

 すし、ボールペンで丁寧に字を書くようになりました。日によってうまく書ける時やどうしてもうまく 

書けない時、集中できなくて書き損じが多い時もあって・・・ 

体調の良しあしが一目瞭然です。 

 声を出して読むことで内容もよくわかりますし、 

文を覚えながら書き写すので認知症予防にもなります。 

 とても良いので友人にも勧めています。」と話してくれました。 

                   （平成 27年 9月 24日 中日新聞） 

 

 SLA通信は会員の皆様の作品、情報その他諸々の原稿を募集し、順次掲載したいと計画しております。 

 投稿をお待ちしています。 

投稿先：総務 宮地 メール pura-sachiko@opal.plala.or.jp   FAX 052－811－9988 

mailto:pura-sachiko@opal.plala.or.jp
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中部 SLA協会 会員活動状況アンケートまとめ 

 

まず初めにこの「アンケートまとめ」が大変遅くなりましたことをお詫び申し上げます。 

このまとめは 2013年・2015年に皆様から提出していただいたアンケートを基に作成いたしました。 

回答いただいたほとんどの方が何らかの形で高齢者支援や障がい者支援の活動をしているという日常が見えてき

ました。社会的な問題にも広くかかわり、消費生活相談や国際交流、里山再生などと多岐にわたっています。 

又地域での活動も単に参加するにとどまらず、「いきいきサロン」「高齢者サロン」などを立ち上げ、地域活動の

中心となって活躍しています。 

民生委員を務める会員も多数あり、社会福祉協議会活動とともに地域福祉活動に力を注いでいます。 

 

主な活動内容は 

 

 高齢者施設での支援活動 

介護補助 傾聴ボランティア マジック・詩吟・手芸品等による慰問 アロマハンド 

 

 障がい者支援 

盲人ガイドボランティア 手話サークル 点訳 バザーへの協力 

 

 サロン主宰 

「いきいきサロン」「高齢者サロン」「介護予防サロン」「シニア塾」「SLAサロン」 

「グランマサロン」等 

 

 社会的問題への活動 

海外教育支援活動 

インタープリター（自然案内活動） 

里山再生活動 

消費生活相談 

子どもの虐待防止ネットワークでの活動 

文化財保護活動 

 

 他に 

愛岐トンネル群保存再生委員会 

ガイドボランティア（名古屋城・徳川園・東区文化のみち） 

パソコン支援活動 

料理教室主宰 

キャリアコンサルタントの指導・育成 

 

など幅広い活動がなされています。 
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講師やナビゲーターとして活躍できるテーマ 

 

 老々介護 

 幸せ招くカラーセラピー 

 暮らしに役立つ占い入門 

 環境エネルギー 

 消費者問題 

 高齢者問題 

 アクティブシニアの活動例 

 スクエアステップ 

 転倒防止・認知機能向上のための 

新エクササイズ 

 男の料理教室 

 成年後見制度 

 高齢者と仕事 

 悪徳商法に気を付けよう 

 在宅看護から見る介護保険 

 高齢者サロンの立ち上げ方 

 高齢者の心身の健康と生きがい 

 高齢者が求めていること 

 中高年の働き方・生き方 

 相談対応の基礎知識 

（カウンセリング・コーチング） 

 整膚 

 アロマセラピー 

 

 

中部 SLA 協会ではこのアンケート結果をもとに会員の皆様の力を発揮できるような活動を企画していきたいと

思っています。又、SLAの各種部会の中で、あるいは皆様の日常活動の中でも利用していただけるよう願ってい

ます。 

ご利用の際は幹事会までお申し出ください。プライバシーに配慮しつつ情報を提供させていただきます。 
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平成 27年度活動予定（平成 27年 11月～28年 3月） 

活 動 名 日 時・会 場 

SLA通信 74号発行 

 

平成 27年 11月 19日（木）   

 

ＰＣ部会 

 

平成 27年 11月 19日 (木) 13:00～16:00 

市民活動推進センター フリースペース  

平成 27年度第 2回拡大会議 

平成 27年度第 8回幹事会 

平成 27年 11月 20日 (金) 10:00～12:00 

平成 27年 11月 20日（金）13:00～16:00  

市民活動センター（ＡＭ集会室・ＰＭ会議室） 

研修部会 

 

平成 27年 11月 26日（木）13:30～15:30 

イーブルなごや    第 3集会室  

電話相談部会 

 

平成 27年 12月 1日 (火) 10:00～ 

市民活動推進センター 会議室  

ジェントロジー部会 研修会 

 

平成 27年 12月 12日 (土) 10:00～17:40 

ウィンクあいち  

平成 27年度第 9回幹事会 

 

平成 27年 12月 18日 (金) 10:00～12:00 

市民活動推進センター 会議室  

ＰＣ部会 

 

平成 27年 12月 18日 (金) 13:00～16:00 

市民活動推進センター 会議室  

平成 27年度第 10回幹事会 

 

平成 28年 1月 15日 (金) 10:00～12:00 

市民活動推進センター 会議室  

ＰＣ部会 

 

平成 28年 1月 15日 (金) 13:00～16:00 

市民活動推進センター 会議室  

新年会 

 

平成 28年 1月 30日 (土)  

Japanese Dining OWL（アウル）  

研修部会（ワールドカフェ） 

 

平成 28年 2月 17日 (水) 13:00～ 

市民活動推進センター 集会室  

SLA通信 75号発行 

 

平成 28年 2月 18日 (木) 

 

ＰＣ部会 

 

平成 28年 2月 18日 (木) 13:00～16:00 

市民活動推進センター フリースペース  

平成 27年度第 3回拡大会議 

平成 27年度第 11回幹事会 

平成 28年 2月 19日 (金) 10:00～12:00 

平成 28年 2月 19日（金）13:00～16:00  

市民活動センター（ＡＭ集会室・ＰＭ会議室） 

平成 27年度第 12回幹事会 

 

平成 28年 3月 18日 (金) 10:00～12:00 

市民活動推進センター 会議室  

全国一斉特設電話相談「シニアの悩み 110番」 

 

平成 28年 3月 26日（土）・27日（日） 

シニアルネサンス財団事務所 互助会ビル 6Ｆ  

※平成 27年 11月 19日現在、日時が決定している活動のみ掲載しています。  
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≪会員便り≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊会員の名簿順に原稿をお願いしています。 

  次回は生田ふみさんにお願いします。 

 

 

 

 揺りかごから墓場まで？ 

朝見巳幸   

 

こんにちは。朝見って誰？あ～思い出せない！と首を傾げているあなた。大丈夫です。 

私ほとんど SLAの活動に参加しておりません。名前と顔が一致しないのも当然です。 

４年前、義父の最後を心地よく見送れればと受講した養成講座。ところが認定証書をいただく

前に義父はあっけなく他界してしまいました。当初の志を失い、また年齢的に高齢者の仲間入り

も出来ていない中途半端な私は、SLAに足が着かないまま今日を迎えております。それでも協会

主催の講演会には幾度か参加させていただきました。そのご縁で『介護の名句・禁句』の増田樹

郎先生、『老いの風景』の渡辺哲雄先生、『東洋医学』の中村勝先生に尾張旭市で講演をお願いす

ることができました。とても感謝しております。 

 

さて、タイトルの「揺りかごから墓場まで」は私がしている日々の活動です。 

① 保護司  主に保護観察中の少年の更生に向けて自宅で面接をしています。   

② 民生委員・児童委員  地域の高齢者、障がい者、ひとり親家庭のお宅訪問など。 

③ すくすく赤ちゃん訪問  生後２か月の赤ちゃんのいる家庭を訪問し、母子の様子の確認

と情報提供をしています。 

④ ブックスタート 6か月健診時に赤ちゃんに読み聞かせをしています。 

⑤ グランマサロン 孫育てに関わる悩みや不安、喜びを安心して話せるサロンを主催 

⑥ いきいきサロン ７０歳以上の方のお喋りサロン。笑顔でお茶とお菓子の接待。 

⑦ 傾聴ボランティア  特養、ケアハウス、デイサービスにて 高齢者のお話を聴かせてい

ただいています。 

 

毎日が新鮮です。赤ちゃんから百歳を超える方々と関わらせていただく中で、命の尊さを学ん

でいます。もうしばらくファーストライフで頑張ります！ 

 

               

 

中部シニアライフアドバイザー協会 

〒460-0008 名古屋市中区栄三丁目 18番 1号 ナディアパーク デザインセンタービル 6階 

市民活動推進センター  中部シニアライフアドバイザー協会 №47 

 
専用電話     ０９０－２９２６－１９９５ 

E-Mail    chubusla@yahoo.co.jp 
URL     http://sky.geocities.jp/chubusla/ 

 


